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雫石プリンスホテル（所在地：岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 総支配人：佐藤光紀）は、2018 年 5 月 19 日（土）、岩手県二

戸市に蔵を構える酒造会社、株式会社南部美人（所在地：岩手県二戸市福岡上町 13 社長：久慈浩介）とコラボレーション

したディナーイベントを実施いたします。当日は、南部美人の五代目蔵元・久慈浩介氏をお招きし酒造りについての話も披

露いただき、イベントに華を添えていただきます。 

 

イベントのテーマは『日本酒とフレンチのマリアージュ』で、五代目蔵元・久慈浩介氏のセレクトにより、料理ひと皿ごとにペア

リングしてお楽しみいただけます。本イベントで用意する日本酒は、ワインの世界的コンクールの一つに挙げられる IWC（イ

ンターナショナル・ワイン・チャレンジ）の SAKE 部門で 2017 年チャンピオンとなり、現在は航空会社のファーストクラスでも提

供されている「特別純米酒」のほか、シャンパーニュと全く同様の製法である瓶内二次発酵且つ糖類無添加の「あわさけス

パークリング」、南部美人が手がける初の貴醸酒「Luciola」などを中心に、全 5 種をご用意。 

お飲みものに併せてご用意するお料理は『ウェルネス＆リチャージ』をコンセプトに、栄養密度や抗酸化力・抗疲労力を意識

した食材の選択と組み合わせで、前菜からデザートまで彩り豊かに仕上げました。 

北東北のリゾート地でポジティブかつアクティブに楽しんだ後は、食事を通じて、ココロとカラダを癒し、明日への活力に繋げ

ていだくことを目指しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本件に関する報道各位からのお問合せ 

株式会社プリンスホテル 東北地区事業戦略  

TEL：019-693-1119 FAX：019-693-2336 

http://www.princehotels.co.jp/shizukuishi 

雫石プリンスホテル 

2018201820182018    『日本酒とフレンチのマリアージュ』『日本酒とフレンチのマリアージュ』『日本酒とフレンチのマリアージュ』『日本酒とフレンチのマリアージュ』    
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二戸市に蔵を構える南部美人 ディナーイメージ 
IWC 授賞式の様子 

（右から 2 人目が久慈浩介氏） 
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※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

※ペアリング以外のお飲みものは、別途代金を頂戴いたします。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※特定原材料

※イベントの性質上、

※ディナー後にご利用いただける宿泊プランもご用意しています。（

 

イベントが開催される当ホテルのレストラン、「フランス料理

り入れたフレンチと地元の日本酒

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後

は同社

ト実施の機運が高まり今回実施の運びとなりました。
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南部美人大吟醸が初出品にして見事金賞受賞という大快挙を成し遂げた。
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久慈浩介氏セレクトのお飲みもの（予定）

南部美人「あわスパークリング」「特別純米酒」「

雫石ひと雫の酒プロジェクト純米吟醸酒「ひと雫

２０１８ 『日本酒とフレンチのマリアージュ』

 時】 2018 年

 所】 雫石プリンスホテル

 金】 1 名さま

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

※ペアリング以外のお飲みものは、別途代金を頂戴いたします。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※特定原材料 7 品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

※イベントの性質上、

ディナー後にご利用いただける宿泊プランもご用意しています。（

イベントが開催される当ホテルのレストラン、「フランス料理

り入れたフレンチと地元の日本酒

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後

同社で醸造され、特別純米酒などとして海外の日本酒ファンに向けて輸出さ

ト実施の機運が高まり今回実施の運びとなりました。

南部杜氏・南部杜氏・南部杜氏・南部杜氏・久慈浩介久慈浩介久慈浩介久慈浩介

1972 年岩手県生まれ。南部美人五代目蔵元、東京農業大学醸造学科卒業後、

「久慈酒造合名会社」（現在の

98 年度の全国新酒鑑評会において、自らが一から責任をもって仕込んだ

南部美人大吟醸が初出品にして見事金賞受賞という大快挙を成し遂げた。

ディナーメニュー

 蟹とアボカドのタルタル

 野菜入りチキンコンソメ

 帆立貝のムニエル

 国産牛のフィレ肉のグリル

 イチゴのケーキに牛乳ソルベを添えて（小岩井まきば牛乳使用）

 パン、コーヒー

久慈浩介氏セレクトのお飲みもの（予定）

南部美人「あわスパークリング」「特別純米酒」「

雫石ひと雫の酒プロジェクト純米吟醸酒「ひと雫

『日本酒とフレンチのマリアージュ』

年 5 月 19 日（

雫石プリンスホテル 

名さま おとな￥9,000

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

※ペアリング以外のお飲みものは、別途代金を頂戴いたします。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

※イベントの性質上、20 才未満の方のご参加はお断りいたします。

ディナー後にご利用いただける宿泊プランもご用意しています。（

イベントが開催される当ホテルのレストラン、「フランス料理

り入れたフレンチと地元の日本酒

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後

で醸造され、特別純米酒などとして海外の日本酒ファンに向けて輸出さ

ト実施の機運が高まり今回実施の運びとなりました。

久慈浩介久慈浩介久慈浩介久慈浩介    

年岩手県生まれ。南部美人五代目蔵元、東京農業大学醸造学科卒業後、

造合名会社」（現在の

年度の全国新酒鑑評会において、自らが一から責任をもって仕込んだ

南部美人大吟醸が初出品にして見事金賞受賞という大快挙を成し遂げた。

ディナーメニュー 

蟹とアボカドのタルタル 

野菜入りチキンコンソメ 

帆立貝のムニエル アスパラガス添え

国産牛のフィレ肉のグリル

イチゴのケーキに牛乳ソルベを添えて（小岩井まきば牛乳使用）

パン、コーヒー 

久慈浩介氏セレクトのお飲みもの（予定）

南部美人「あわスパークリング」「特別純米酒」「

雫石ひと雫の酒プロジェクト純米吟醸酒「ひと雫

『日本酒とフレンチのマリアージュ』w

日（土）  6:30P.M.

 フランス料理

9,000  

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

※ペアリング以外のお飲みものは、別途代金を頂戴いたします。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

才未満の方のご参加はお断りいたします。

ディナー後にご利用いただける宿泊プランもご用意しています。（

イベントが開催される当ホテルのレストラン、「フランス料理

り入れたフレンチと地元の日本酒をお楽しみいただけるレストランとしてリニューアルいたしました。

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後

で醸造され、特別純米酒などとして海外の日本酒ファンに向けて輸出さ

ト実施の機運が高まり今回実施の運びとなりました。

年岩手県生まれ。南部美人五代目蔵元、東京農業大学醸造学科卒業後、

造合名会社」（現在の株式会社南部美人）に入社。酒造り

年度の全国新酒鑑評会において、自らが一から責任をもって仕込んだ

南部美人大吟醸が初出品にして見事金賞受賞という大快挙を成し遂げた。

雫石プリンスホテル

ＴＥＬ：

 ガトー仕立て

 

アスパラガス添え

国産牛のフィレ肉のグリル マデラソース

イチゴのケーキに牛乳ソルベを添えて（小岩井まきば牛乳使用）

久慈浩介氏セレクトのお飲みもの（予定）

南部美人「あわスパークリング」「特別純米酒」「

雫石ひと雫の酒プロジェクト純米吟醸酒「ひと雫

with 南部美人

:30P.M.～8:30P.M.

フランス料理 こぶし 

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

※ペアリング以外のお飲みものは、別途代金を頂戴いたします。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

才未満の方のご参加はお断りいたします。

ディナー後にご利用いただける宿泊プランもご用意しています。（

イベントが開催される当ホテルのレストラン、「フランス料理

お楽しみいただけるレストランとしてリニューアルいたしました。

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後

で醸造され、特別純米酒などとして海外の日本酒ファンに向けて輸出さ

ト実施の機運が高まり今回実施の運びとなりました。 

年岩手県生まれ。南部美人五代目蔵元、東京農業大学醸造学科卒業後、

南部美人）に入社。酒造り

年度の全国新酒鑑評会において、自らが一から責任をもって仕込んだ

南部美人大吟醸が初出品にして見事金賞受賞という大快挙を成し遂げた。

【お客さまからのお問合せ先】

雫石プリンスホテル

ＴＥＬ：019-693-

ガトー仕立て 

アスパラガス添え バルサミコソース

マデラソース 

イチゴのケーキに牛乳ソルベを添えて（小岩井まきば牛乳使用）

 

南部美人「あわスパークリング」「特別純米酒」「Luciola

雫石ひと雫の酒プロジェクト純米吟醸酒「ひと雫 あぜ道」

南部美人 五代目蔵元

0P.M. 

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

※ペアリング以外のお飲みものは、別途代金を頂戴いたします。 

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。 

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

才未満の方のご参加はお断りいたします。 

ディナー後にご利用いただける宿泊プランもご用意しています。（1 室２名さま利用時

イベントが開催される当ホテルのレストラン、「フランス料理 こぶし」は、

お楽しみいただけるレストランとしてリニューアルいたしました。

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後

で醸造され、特別純米酒などとして海外の日本酒ファンに向けて輸出さ

 

年岩手県生まれ。南部美人五代目蔵元、東京農業大学醸造学科卒業後、

南部美人）に入社。酒造り 3

年度の全国新酒鑑評会において、自らが一から責任をもって仕込んだ

南部美人大吟醸が初出品にして見事金賞受賞という大快挙を成し遂げた。

 

                         

【お客さまからのお問合せ先】

雫石プリンスホテル フランス料理

-1114(10:00A.M.

バルサミコソース 

イチゴのケーキに牛乳ソルベを添えて（小岩井まきば牛乳使用）

Luciola」「梅酒」 

あぜ道」 

蔵元・久慈浩介

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

室２名さま利用時、朝食付き￥

こぶし」は、2015 年

お楽しみいただけるレストランとしてリニューアルいたしました。

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後

で醸造され、特別純米酒などとして海外の日本酒ファンに向けて輸出さ

年岩手県生まれ。南部美人五代目蔵元、東京農業大学醸造学科卒業後、

3 年目の 

年度の全国新酒鑑評会において、自らが一から責任をもって仕込んだ 

南部美人大吟醸が初出品にして見事金賞受賞という大快挙を成し遂げた。 

                         

【お客さまからのお問合せ先】 

フランス料理 こぶし

(10:00A.M.～5:00P.M.)

イチゴのケーキに牛乳ソルベを添えて（小岩井まきば牛乳使用） 

・久慈浩介 

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

、朝食付き￥5,770 より）

年 12 月に地元食材或いは旬の食材を取

お楽しみいただけるレストランとしてリニューアルいたしました。

には南部美人と雫石町が『地方創生に関する連携協定』を締結。これにより、今後雫石で栽培される酒米「ぎんおとめ」

で醸造され、特別純米酒などとして海外の日本酒ファンに向けて輸出されています

年岩手県生まれ。南部美人五代目蔵元、東京農業大学醸造学科卒業後、 

                         

こぶし 

5:00P.M.) 

ディナーメニューより

（蟹とアボカドのタルタル

※料金にはお料理、久慈浩介氏セレクトのペアリングのお飲みもの、サービス料、消費税が含まれております。 

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。

より）  

地元食材或いは旬の食材を取

お楽しみいただけるレストランとしてリニューアルいたしました。また、

雫石で栽培される酒米「ぎんおとめ」

れています。これらを背景に、本イベン

                          

ディナーメニューより

（蟹とアボカドのタルタル

品目食品アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、予め係にお申し出ください。 

地元食材或いは旬の食材を取

また、2016 年

雫石で栽培される酒米「ぎんおとめ」

これらを背景に、本イベン

ディナーメニューより 

（蟹とアボカドのタルタル ガトー仕立て）

地元食材或いは旬の食材を取

年 12 月

雫石で栽培される酒米「ぎんおとめ」

これらを背景に、本イベン

ガトー仕立て） 


